
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
個人情報管理部により、端末装置を保有する利用者の生体情報に、加入端末番号、端末加
入者識別情報及び利用者課金識別情報を結びつけた個人情報を利用者毎に登録する個人情
報管理ステップと、
認証要求受信部により、端末装置から利用者の生体情報と端末加入者識別情報を含む認証
要求を受信する認証要求受信ステップと、
生体情報認証部により、受信した生体情報に一致する生体情報をもつ個人情報を検索し、
検索した個人情報の中の端末加入者識別情報を受信した端末加入者識別情報に変更する生
体情報認証ステップと、
位置登録代行部により、検索された前記個人情報の中の加入端末番号と受信された端末加
入者識別情報を交換局に転送して、前記加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を
可能にする位置情報の登録を依頼する位置登録代行ステップと、
を備えたことを特徴とする端末装置の位置登録方法。
【請求項２】
請求項１記載の端末装置の位置登録方法に於いて、前記認証要求受信ステップ、生体情報
認証ステップ及び位置登録代行ステップにより、新たな端末装置からの生体情報の認証に
基づき、前記交換局に前記加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を可能にする位
置情報を登録を依頼した際に、それまで使用していた端末装置に利用放棄を通知する利用
放棄通知ステップを備えたことを特徴とする端末装置の位置登録方法。
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【請求項３】
請求項１記載の端末装置の位置登録方法に於いて、前記認証要求受信ステップで受信され
る生体情報は、前記端末装置においてリアルタイムに読み込まれた生体情報であることを
特徴とする端末装置の位置登録方法。
【請求項４】
請求項１記載の端末装置の位置登録方法に於いて、前記個人情報管理ステップは、グルー
プの構成員が保有する複数の端末装置の個人情報に含まれる課金利用者識別情報として、
グループ構成員の中の特定の一人の課金利用者識別情報を共通に登録して課金させること
を特徴とする端末装置の位置登録方法。
【請求項５】
請求項１記載の端末装置の位置登録方法に於いて、前記端末装置は携帯電話であることを
特徴とする端末装置の位置登録方法。
【請求項６】
請求項１記載の端末装置の位置登録方法に於いて、前記生体情報は、利用者の指紋、静脈
血管網、掌紋、掌形、顔画像、耳形又は虹彩であることを特徴とする端末装置の位置登録
方法。
【請求項７】
端末装置及び交換局との間でアクセス可能なサーバとして機能するコンピュータに、
端末装置を保有する利用者の生体情報に、加入端末番号、端末加入者識別情報及び利用者
課金識別情報を結びつけた個人情報を利用者毎に登録する個人情報管理ステップと、
端末装置から利用者の生体情報と端末加入者識別情報を含む認証要求を受信する認証要求
受信ステップと、
受信した生体情報に一致する生体情報をもつ個人情報を検索し、検索した個人情報の中の
端末加入者識別情報を受信した端末加入者識別情報に変更する生体情報認証ステップと、
検索された前記個人情報の中の加入端末番号と受信された端末加入者識別情報を交換局に
転送して、前記加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を可能にする位置情報の登
録を依頼する位置登録代行ステップと、
を実行することを特徴とするプログラム。
【請求項８】
請求項７記載のプログラムに於いて、前記認証要求受信ステップ、生体情報認証ステップ
及び位置登録代行ステップにより、新たな端末装置からの生体情報の認証に基づき前記交
換局に前記加入端末番号の端末装置として着信及び発信を可能にする位置登録を依頼した
際に、それまで使用していた端末装置に利用放棄を通知する利用放棄通知ステップを備え
たことを特徴とするプログラム。
【請求項９】
端末装置を保有する利用者の生体情報に、加入端末番号、端末加入者識別情報及び前記利
用者課金識別情報を結びつけた個人情報を利用者毎に登録する管理情報登録部と、
端末装置から利用者の生体情報と端末加入者識別情報を含む認証要求を受信する認証要求
受信部と、
受信した生体情報に一致する生体情報をもつ個人情報を検索し、検索した個人情報の中の
端末加入者識別情報を受信した端末加入者識別情報に変更する生体情報認証部と、
検索された前記個人情報の中の加入端末番号と受信された端末加入者識別情報を交換局に
転送して、前記加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を可能にする位置情報の登
録を依頼する位置登録代行部と、
を備えたことを特徴とする端末装置の位置登録装置。
【請求項１０】
請求項９記載の端末装置の位置登録装置に於いて、前記認証要求受信部、生体情報認証部
及び位置登録代行部により、新たな端末装置からの生体情報の認証に基づき前記交換局に
前記加入端末番号の端末装置として着信及び発信を可能にする位置登録を依頼した際に、
それまで使用していた端末装置に利用放棄を通知する利用放棄通知部を備えたことを特徴
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とする端末装置の位置登録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の移動通信用の端末装置を一人のユーザが利用する際の端末装置の位置登
録方法、プログラム及び装置に関し、特に、利用者の指紋画像などの生体情報（バイオメ
トリクス情報）を利用した端末装置の位置登録方法、プログラム及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、一人のユーザが複数の携帯電話を利用する際の位置登録方法としては、ＩＣカード
の組替えを行う方法が知られている。
【０００３】
図１２は、ＧＳＭ／ＷＣＤＭＡ方式の携帯電話における位置登録処理の手順を示した説明
図である。
【０００４】
利用者は、使用者を特定する方法として、ＩＣカード（ＳＩＭ／ＵＳＩＭカード )３０８
内に格納された国際携帯電話加入者識別（ＩＭＳＩ）３１０をもとに位置登録と通信を行
う。
【０００５】
いま同じ利用者が２つの携帯電話３００－１，３００－２を保有していた場合、新たに携
帯電話３００－２を利用する場合には、現在使用している携帯電話３００－１に実装して
いたＩＣカード３０８を抜き、携帯電話３００－２に実装することにより、携帯電話３０
０－２を利用者の携帯電話として使用することが可能となる。
【０００６】
具体的に説明すると次のようになる。いま携帯電話３００－１にＩＣカード３０８を実装
して利用する際には、交換局３０４に対する位置登録が必要となる。この位置登録は、携
帯電話３００－１と無線局３０２の間で無線チャネル確立３１２を行った後、交換局３０
４に対し国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ－Ａ）３１０を送って位置登録３１４を
要求する。この位置登録要求を受けて交換局３０４は位置情報３０６に携帯電話３００－
１の利用者電話番号と国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ－Ａ）を結びつけた利用者
位置情報の位置登録３１６を行う。
【０００７】
利用者位置情報の登録が済むと交換局３０４に位置登録完了３１８が送られ、交換局３０
４は携帯電話３００－１に位置登録完了３２０を応答し、これによって携帯電話３００－
１の利用が可能となる。
【０００８】
例えば交換局３０４に携帯電話３００－１の電話番号に対する着信があると、位置情報３
０６の参照により国際携帯電話加入者識別（ＩＭＳＩ）を取得して交換局３０４は無線局
３０２との間に無線リソース確立３２４を行い、携帯電話３００－１との間で無線チャネ
ル確立３２６を行い、着信３２８により呼び出す。
【０００９】
携帯電話３００－１の着信応答３３０は交換局３０４から発信側に着信応答３３２として
通知され、通話チャネルが確立される。携帯電話３００－１から終話処理３３４が出され
ると、交換局３０４から発信側に終話処理３３６が出され、通話が終了する。
【００１０】
次に同じ利用者がイベント会場などで借用した携帯電話３００－２を使いたい場合には、
携帯電話３００－１からＩＣカード３０８を取り外して携帯電話３００－２に実装し、同
様に、携帯電話３００－２と無線局３０２の間で無線チャネル確立３４０を行った後、交
換局３０４に対し国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ－Ａ）３１０を送って位置登録
３４２を要求する。
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【００１１】
この位置登録要求を受けて交換局３０４は位置情報に携帯電話３００－１の利用者電話番
号と国際携帯電話加入者識別（ＩＭＳＩ－Ａ）を結びつけた利用者位置情報を、携帯電話
３００－２の利用者電話番号と国際携帯電話加入者識別（ＩＭＳＩ－Ａ）を結びつけた利
用者位置情報の登録に変更する位置登録３４４を行う。
【００１２】
利用者位置情報の登録が済むと交換局３０４に位置登録完了３４６が送られ、交換局３０
４は携帯電話３００－２に位置登録完了３４８を応答し、これによって携帯電話３００－
２の利用が可能となる。
【００１３】
この借用した携帯電話３００－２は、通常使用している利用者の携帯電話３００－１の電
話番号ではなく、別の電話番号での発信及び着信となる。
【００１４】
【特許文献１】
特開２００１－２９０７７８号公報
【特許文献２】
特開２００２－０４４７２７号公報
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このように一人のユーザが複数の携帯電話を利用する際の従来の位置登録
方法にあっては、次の問題がある。
【００１６】
まず、それまで使用していた携帯電話と新しく利用する携帯電話との間でＩＣカードの入
れ替えを必要とし、入れ替え操作に慣れた利用者でないと手間と時間がかかり、利用者に
よってはＩＣカードの入れ替えができない場合もある。
【００１７】
また借用した携帯電話を利用している場合、通常、自分の利用している電話番号に着信が
かかってきても、借用した携帯電話に着信するためには、転送サービスなどの登録を必要
とするといった煩雑さがある。
【００１８】
また携帯番号をもとに着信側で電話帳と連動させていたような場合、借用電話からの呼は
、知らない人ということで、着信を拒否されてしまう可能性もある。
【００１９】
更に、ＩＣカードに利用者情報が格納されているため、ＩＣカードを実装した状態で携帯
電話が第三者の手に渡った場合、利用者が個人情報を利用できないと共に、個人情報が第
三者に読み取られる危険性もある。
【００２０】
本発明は、簡単な操作で自分の電話として利用が可能になり、しかも個人情報の流出が確
実に防止できる端末装置の位置登録方法、プログラム及び装置を提供することを目的とす
る。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
図１は本発明の原理説明図である。
【００２２】
本発明は、サーバ２８による端末装置の位置登録方法であって、
個人情報管理部４０により、端末装置を保有する利用者の生体情報に、加入端末番号、端
末加入者識別情報及び利用者課金識別情報を結びつけた個人情報を利用者毎に登録する個
人情報管理ステップと、
認証要求受信部３６により、端末装置から利用者の生体情報と端末加入者識別情報を含む
認証要求を受信する認証要求受信ステップと、
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生体情報認証部３８により、受信した生体情報に一致する生体情報をもつ個人情報を検索
し、検索した個人情報の中の端末加入者識別情報を受信した端末加入者識別情報に変更す
る生体情報認証ステップと、
位置登録代行部４２により、検索された個人情報の中の加入端末番号と受信された端末加
入者識別情報を交換局に転送して、加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を可能
にする位置情報の登録を依頼する位置登録代行ステップと、を備えたことを特徴とする。
【００２３】
このように本発明は、端末装置として例えば携帯電話を例にとると、読み取った生体情報
をサーバに送り、登録した生体情報から個人情報を特定する認証処理を行って利用者の加
入端末番号を特定し、これに基づき交換局に対してサーバより実際に使用する携帯電話の
位置登録を行うことにより、加入者電話番号の携帯電話とは異なる別の携帯電話であって
も、利用者が加入している電話番号を使用した発信と着信ができる。
【００２４】
また利用者は携帯電話に触れて指紋を入力するだけで、別の電話であっても自分が加入し
ている携帯電話としての利用可能になり、複数の携帯電話を瞬時に使い分けることが可能
となる。
【００２５】
また携帯電話の個人情報は、認証局を構築するサーバで管理するため、携帯電話が盗難に
あっても、個人情報が流出することはない。
【００２６】
本発明は、認証要求受信ステップ、生体情報認証ステップ及び位置登録代行ステップによ
り、新たな端末装置からの生体情報の認証に基づき交換局に利用者端末番号の端末装置と
して着信及び発信を可能にする位置登録を依頼した際に、利用放棄通知部４４により、そ
れまで使用していた端末装置に利用放棄を通知する利用放棄通知ステップを更に備える。
これによって利用者はそれまで使っていた携帯電話等の端末装置が利用できなくなったこ
とを確認できる。
【００２７】
また認証要求受信ステップで受信される生体情報は、端末装置においてリアルタイムに読
み込まれた生体情報である。このため端末装置に位置登録の認証に必要な指紋等の生体情
報が残るようなことはなく、携帯電話等の端末装置が盗難にあっても、生体情報が盗用さ
れることはない。
【００２８】
更に、個人情報管理ステップは、グループの構成員が保有する複数の端末装置の各個人情
報に含まれる課金利用者識別情報として、グループ構成員の中の特定の一人の課金利用者
識別情報を共通に登録して課金させる。
【００２９】
このようにグループのメンバー、例えば家族で各自が持っている携帯電話等の端末装置の
生体情報の認証で特定される個人情報について、特定の課金利用者識別との連携をとるこ
とにより、グループのメンバーがサーバによる生体情報の認証に基づく位置登録を使って
通話をする場合は、特定の利用者に全て課金することが可能となる。
【００３０】
ここで本発明における端末装置は携帯電話である。また本発明で使用する生体情報には、
利用者の指紋、静脈血管網、掌紋、掌形、顔画像、耳形又は虹彩が含まれる。
【００３１】
本発明は、端末装置及び交換局とアクセス可能なサーバ２８で実行されるプログラムを提
供する。このプログラムは、サーバ２８として機能するコンピュータに、
端末装置を保有する利用者の生体情報に、加入端末番号、端末加入者識別情報及び利用者
課金識別情報を結びつけた個人情報を利用者毎に登録する個人情報管理ステップと、
端末装置から利用者の生体情報と端末加入者識別情報を含む認証要求を受信する認証要求
受信ステップと、
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受信した生体情報に一致する生体情報をもつ個人情報を検索し、検索した個人情報の中の
端末加入者識別情報を受信した端末加入者識別情報に変更する生体情報認証ステップと、
検索された個人情報の中の加入端末番号と受信された端末加入者識別情報を交換局に転送
して、加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を可能にする位置情報の登録を依頼
する位置登録代行ステップと、
を実行することを特徴とするプログラム。
【００３２】
本発明は、端末装置の位置登録装置を提供する。この位置登録装置（サーバ２８）は、端
末装置を保有する利用者の生体情報に、加入端末番号、端末加入者識別情報及び利用者課
金識別情報を結びつけた個人情報を利用者毎に登録する個人情報管理部４０と、端末装置
から利用者の生体情報と端末加入者識別情報を含む認証要求を受信する認証要求受信部３
６と、受信した生体情報に一致する生体情報をもつ個人情報を検索し、検索した個人情報
の中の端末加入者識別情報を受信した端末加入者識別情報に変更する生体情報認証部３８
と、検索された個人情報の中の加入端末番号と受信された端末加入者識別情報を交換局１
４に転送して、加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を可能にする位置情報の登
録を依頼する位置登録代行部４２とを備えたことを特徴とする。
【００３３】
尚、本発明におけるプログラム及び位置登録装置の詳細は、位置登録方法と基本的に同じ
になる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
図２は、本発明による端末装置の位置登録方法が適用されるネットワーク環境の説明図で
あり、端末装置として携帯電話を例にとっている。
【００３５】
図２において、端末装置として機能する携帯電話１０－１，１０－２，１０－３はユーザ
１１が一人で利用するものであり、ユーザ１１は携帯電話１０－１について加入者電話番
号を持ち、携帯電話１０－２，１０－３は加入電話番号を持たない例えば借用した携帯電
話である。
【００３６】
通常、ユーザ１１は加入者電話番号を持っている携帯電話１０－１を使用して、無線局１
２、移動通信用の交換局１４、電話ネットワーク１６、移動通信用の交換局１８、無線局
２０を介して、別のユーザが持っている携帯電話２２との間で通話を行ったり、また固定
通信用の交換局２４に接続された固定電話２６との間で通話を行うことができる。
【００３７】
このように、ユーザ１１が例えば３台の携帯電話１０－１～１０－３のいずれかの利用を
可能とするため、インターネット３０を介して生体認証局として機能するサーバ２８が設
けられる。サーバ２８にはユーザ１１の生体情報例えば指紋情報が携帯電話１０－１の個
人情報と結びつけて予め登録されている。
【００３８】
このためユーザ１１は携帯電話１０－１を利用した場合には、携帯電話１０－１に設けて
いる指紋読取センサによりユーザ１１の指紋画像を読み取り、サーバ２８に送って認証要
求を行う。認証要求を受けたサーバ２８は、携帯電話１０－１から送られた生体情報によ
りユーザ１１の個人情報を特定し、移動通信用の交換局１４に対し携帯電話１０－１を利
用可能とするための位置情報の登録を行う。
【００３９】
図３は、図２の生体認証局を構成するサーバ２８の機能構成を、携帯電話１０－１及び移
動通信用の交換局１４側と共に示している。
【００４０】
サーバ２８には認証処理部３２とＷＷＷ処理部３４が設けられる。認証処理部３２には認
証要求受信部３６、生体情報認証部３８、個人情報管理部４０、位置登録代行部４２、利
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用放棄通知部４４及び課金処理部４６が設けられ、この認証処理部３２に対しては個人情
報データベース４８が設けられている。
【００４１】
一方、携帯電話１０－１は生体情報として例えば指紋画像を読み取る指紋読取センサ５０
を備えており、この指紋読取センサの読取窓５０に指をセットすることで指紋情報を読み
取り、生体情報認証のためサーバ２８に送信することができる。
【００４２】
また移動通信用の交換局１４には位置登録処理部５４が設けられており、サーバ２８の位
置登録代行部４２からの依頼により、携帯電話を利用するための位置情報５６の登録を行
う。
【００４３】
図３おけるサーバ２８は、例えば図４のようなコンピュータのハードウェア資源により実
現される。
【００４４】
図４のコンピュータにおいて、ＣＰＵ２００のバス２０１にはＲＡＭ２０２、ハードディ
スクドコントローラ（ソフト）２０４、フロッピィディスクドライバ（ソフト）２１０、
ＣＤ－ＲＯＭドライバ（ソフト）２１４、マウスコントローラ２１８、キーボードコント
ローラ２２２、ディスプレイコントローラ２２６、通信用ボード２３０が接続される。
【００４５】
ハードディスクコントローラ２０４はハードディスクドライブ２０６を接続し、本発明に
よる端末装置の位置登録処理を実行するアプリケーションプログラムをローディングして
おり、コンピュータの起動時にハードディスクドライブ２０６から必要なプログラムを呼
び出して、ＲＡＭ２０２上に展開し、ＣＰＵ２００により実行する。
【００４６】
フロッピィディスクドライバ２１０にはフロッピィディスクドライブ（ハード）２１２が
接続され、フロッピィディスク（Ｒ）に対する読み書きができる。ＣＤ－ＲＯＭドライバ
２１４に対しては、ＣＤドライブ（ハード）２１６が接続され、ＣＤに記憶されたデータ
やプログラムを読み込むことができる。
【００４７】
マウスコントローラ２１８はマウス２２０の入力操作をＣＰＵ２００に伝える。キーボー
ドコントローラ２２２はキーボード２２４の入力操作をＣＰＵ２００に伝える。ディスプ
レイコントローラ２２６は表示部２２８に対して表示を行う。通信用ボード２３０は無線
を含む通信回線２３２を使用し、インターネット等のネットワークを介して他のコンピュ
ータやサーバとの間で通信を行う。
【００４８】
次に図３の生体認証局として機能するサーバ２８の処理機能を詳細に説明する。まずサー
バ２８の個人情報データベース４８には、図５のようなレコードフォーマットを持った個
人情報５８が利用者ごとに予め登録されている。
【００４９】
個人情報５８は、指紋画像などの生体情報６０、利用者の保有している端末装置の加入者
電話番号６２、利用者の電話帳などの個人データ６４、移動通信用の交換局１４から携帯
電話をアクセスするために使用する国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）６６及び課
金利用者識別番号６８を備えている。このような個人情報５８の個人情報データベース４
８に対する登録は個人情報管理部４０により行われる。
【００５０】
認証要求受信部３６は、携帯電話１０－１からの利用者の生体情報と携帯電話の国際携帯
電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）を含む認証要求を受信し、生体情報認証部３８に受信情
報を出力する。
【００５１】
生体情報認証部３８は、認証要求受信部３６で受信した利用者の生体情報例えば指紋画像
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情報により個人情報データベース４８を検索し、受信した生体情報に一致する登録済みの
生体情報を検索して図５のような個人情報５８を特定し、特定した個人情報５８の中の国
際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）６６のフィールドに、受信した携帯電話の国際携
帯電話加入者識別番号を記録する。
【００５２】
更に位置登録代行部４２は、生体情報により特定された個人情報５８の中の加入者電話番
号６２と受信された国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）を移動通信用の交換局１４
に転送し、位置登録処理部５４により位置情報５６として登録を依頼することで、加入者
携帯電話番号を持った携帯電話としての着信及び発信を可能にする。
【００５３】
図６は、交換局１４の位置登録処理部５４によりサーバ２８からの依頼により登録された
位置情報５６のレコードフォーマット７０であり、加入者電話番号７２と国際携帯電話加
入者識別番号（ＩＭＳＩ）７４を連携させて登録している。この位置情報５６の登録は、
通常は携帯電話から使用を開始する際に行うものであるが、本発明にあっては、携帯電話
からの認証要求を受けたサーバ２８が位置登録を代行している。
【００５４】
図７は、本発明による生体情報を用いた認証処理による携帯電話の位置登録の具体的処理
手順を示したタイムチャートである。この例にあっては、ユーザ１１が加入者電話番号を
持つ携帯電話１０－１の生体認証による位置情報の登録を行って使用を開始した後、加入
者電話番号を持たない別の携帯電話、例えば借用した携帯電話１０－２の利用に切り替え
た場合の処理を示している。
【００５５】
図７において、まずユーザは加入者電話番号を持っている自分の携帯電話１０－１の利用
を開始するため、携帯電話１０－１を使用して生体情報の認証による位置登録を行う。
【００５６】
この携帯電話１０－１の位置登録は、携帯電話１０－１と無線局１２の間に無線チャネル
確立７６を行った後、携帯電話１０－１の指紋読取センサに指紋７８をセットして読み取
り、携帯電話１０－１から生体認証局としてのサーバ２８に指紋の読取画像情報と携帯電
話１０－１の国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ－Ａ）を送って認証登録８０を行う
。
【００５７】
携帯電話１０－１からの認証要求を受けたサーバ２８は、受信した生体情報による個人情
報データベース４８の検索により、受信した指紋画像に一致する登録された指紋画像を検
索して個人情報を特定する。
【００５８】
そして、特定した個人情報例えば図５の個人情報５８から得られた加入者電話番号６２と
携帯電話１０－１から受信した国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ－Ａ）を交換局１
４に送って、位置登録８２を依頼する。
【００５９】
このようなサーバ２８からの位置登録８２の依頼に対し、交換局１４で位置情報５６の中
に携帯電話１０－１の位置情報５６に対する位置登録８４が行われ、位置登録８４が済む
とサーバ２８に対し位置登録完了８８が通知され、また１４に対し位置登録完了８６が通
知され、更に交換局１４から携帯電話１０－１に対し位置登録完了９０が通知される。こ
れによって、携帯電話１０－１の加入者電話番号を使用した発信及び着信が可能となる。
【００６０】
例えば交換局１４に対し他の携帯電話などから着信９２があったとすると、無線局１２と
の間に無線リソース確立９４を行った後、携帯電話１０－１との間に無線チャネル確立９
６が行われ、続いて交換局１４より着信９８が行われる。
【００６１】
この着信９８に対し携帯電話１０－１から着信応答１００が交換局１４に出されると、交
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換局１４を経由して発信側の携帯電話などに着信応答１０２が行われる。その後、携帯電
話１０－１で通話終了となると、終話処理１０４が交換局１４に与えられ、更に交換局１
４から発信側に対し終話処理１０６が通知される。
【００６２】
次にユーザは、それまで使用した携帯電話１０－１の利用を止め、別の携帯電話例えば借
用した携帯電話１０－２を利用したいとする。この場合には、携帯電話１０－２と無線局
１２との間に無線チャネル確立１０８を行った後、携帯電話１０－２の指紋読取センサに
携帯電話１０－１の認証の際と同様に指をセットして同じ指紋７８を読み込み、携帯電話
１０－２からサーバ２８に対し認証登録１１２の要求を行う。この認証登録１１２は、指
紋７８の指紋画像と携帯電話１０－２の国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ－Ｂ）を
送る。
【００６３】
携帯電話１０－２からの認証登録１１２の要求を受けたサーバ２８は、生体情報としての
指紋画像による個人情報データベース４８の検索で、一致する登録されている指紋画像を
もつ例えば図５のような個人情報５８を特定する。
【００６４】
そして、サーバ２８から特定した個人情報５８の中の加入者電話番号６２と携帯電話１０
－２から受信した国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ－Ｂ）を交換局１４に転送して
、位置登録１１４を依頼する。
【００６５】
このサーバ２８からの位置登録の依頼に対し、交換局１４は位置情報５６に生体情報によ
り個人情報データベースが特定された個人情報の加入者電話番号と携帯電話１０－２の国
際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ－Ｂ）の位置登録１１６を行い、サーバ２８に対し
位置登録完了１２０を行うと共に、交換局１４に対しても位置登録完了１１８を行い、更
に携帯電話１０－２に対しても位置登録完了１２２を通知する。
【００６６】
このようにして、携帯電話１０－２について加入者電話番号による着信及び発信を可能と
する位置登録が完了したならば、サーバ２８からそれまで使用していた携帯電話１０－１
に対し利用放棄通知１２４を行い、携帯電話１０－１が利用できない状態になったことを
ユーザに通知する。
【００６７】
もちろん、携帯電話１０－２の使用に切り替えた後、再び元の携帯電話１０－１に戻した
ければ、同様にして携帯電話１０－１から指紋７８の指紋画像をサーバ２８に送って生体
認証を行うことにより携帯電話１０－１の発信と着信を可能とする位置登録を行うことで
、元に戻すことができる。更に、携帯電話１０－２以外の別の携帯電話に切り替えること
も同様にしてできる。
【００６８】
図８は、図３のサーバ２８における認証処理の処理手順を示したフローチャートであり、
これが生体認証局として機能するサーバのプログラムの内容を同時に表わしている。
【００６９】
図８において、まずステップＳ１で個人情報の個人情報データベース４８に対する初期登
録を行う。この個人情報の初期登録は、生体情報、加入者電話番号、国際携帯電話加入者
識別番号及び課金利用者識別番号を結び付けて、利用者ごとの位置レコードフォーマット
で登録する。なお初期登録にあっては、必ずしも携帯電話の国際携帯電話加入者識別番号
の登録は必要なく、空きであってもよい。
【００７０】
次にステップＳ２で携帯電話からの認証要求の有無をチェックしており、認証要求がある
と、ステップＳ３で携帯電話から送られた生体情報と国際携帯電話加入者識別番号（ＭＩ
ＳＩ－Ｘ）を受信し、ステップＳ４で個人情報データベースの登録生体情報と受信した生
体情報を照合する。
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【００７１】
ステップＳ５で生体情報の一致が得られると、ステップＳ６で該当する個人情報に携帯電
話から受信した国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ－Ｘ）を登録する。続いてステッ
プＳ７で交換局に対し加入者電話番号と携帯電話の国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳ
Ｉ－Ｘ）を送って位置登録を依頼する。
【００７２】
この位置登録の依頼に対し、ステップＳ８で交換局から位置登録完了通知があると、ステ
ップＳ９で、それまで使用していた携帯電話があるか否かチェックし、前使用の携帯電話
があれば、ステップＳ１０でその携帯電話に対し利用放棄通知を行う。
【００７３】
なおステップＳ５で受信した生体情報と登録した生体情報の一致が得られなかった場合に
は、ステップＳ１１で携帯電話側に対しエラー通知を行った後、ステップＳ２で新たな認
証要求を待つことになる。
【００７４】
図９は、本発明の携帯電話の位置登録における携帯電話側における認証処理のフローチャ
ートである。この携帯電話認証処理にあっては、ステップＳ１で生体情報例えば指紋画像
の読取りを行った後、ステップＳ２でサーバ２８に対し認証登録の要求を行う。
【００７５】
ステップＳ３でサーバから確認応答があれば、ステップＳ４で生体情報と携帯電話の国際
携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ－Ｘ）を転送する。続いてステップＳ５でサーバ側か
らエラー通知がなければ、ステップＳ６で交換局からの位置完了登録通知を待って一連の
処理を終了する。
【００７６】
図１０は、本発明の生体認証局として機能するサーバ２８における課金処理のフローチャ
ートである。このサーバ課金処理にあっては、ステップＳ１で交換局１４より課金請求が
あると、ステップＳ２で課金請求で特定された加入者電話番号により個人情報データベー
ス４８を検索して個人情報を特定し、特定した個人情報の課金利用者識別番号を取得する
。そしてステップＳ３で、取得した課金利用者識別番号に基づき料金請求処理を行うこと
になる。
【００７７】
図１１は、図１０のサーバ課金処理において、グループの中の特定の一人に他のグループ
構成員の課金を全て集中させるための個人情報データベース４８における登録例である。
【００７８】
この個人情報データベース４８にあっては、例えば４人の利用者について個人情報５８－
１，５８－２，５８－３，５８－４が、それぞれ個別に登録されている。この４人の個人
情報５８－１～５８－４は、４人ごとに異なる生体情報Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが登録され、また
、それぞれの携帯電話の加入者電話番号が異なる電話番号として登録され、同様に国際携
帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）も（ＩＭＳＩ－Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）とそれぞれ異なった
番号を登録している。
【００７９】
これに対し課金利用者識別番号については、例えば個人情報５８－１の利用者を課金利用
者とする課金利用者識別番号（ＡＡＡＡＡ）が全ての個人情報５８－１～５８－４につい
て共通に登録されている。
【００８０】
このような図１１の個人情報データベース４８の登録により交換局１４から個人情報５８
－１～５８－４の各加入者電話番号を特定した課金請求を受けた際に、それぞれの個人情
報５８－１～５８－４を特定し、この場合、課金利用者識別番号は全て共通の「ＡＡＡＡ
Ａ」であることから、４台の携帯電話の課金を同一の課金利用者に対し行うことができる
。
【００８１】
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尚、本発明の生体情報認証により位置情報の登録が可能となる端末装置としては、ネット
ワーク方式の異なるＧＳＭ端末、ＷＣＤＭＡ端末、ＣＤＭＡ－ＯＮＥ端末、ＣＤＭＡ２０
００端末、ＰＤＣ端末、ＰＨＳ端末、ＷＬＡＮ端末などがあるが、このようなネットワー
ク方式の異なる複数の端末装置について本発明の生体情報の認証による位置登録を行うこ
とで、利用者は自分の加入者電話番号によって異なる複数の端末装置を利用して加入者電
話番号に対する課金のもとに利用することができる。
【００８２】
また上記の実施形態にあっては、生体情報として指紋読取画像を例に取るものであったが
、これ以外の生体情報として、例えば利用者の静脈血管網、掌紋、掌形、顔画像、耳形ま
たは虹彩など、適宜の生体情報を利用することができる。
【００８３】
また本発明は上記の実施形態に限定されず、その目的と利点を損なうことのない適宜の変
形を含む。更に上記の実施形態に示した数値による限定は受けない。
【００８４】
ここで本発明の特徴を列挙すると次の付記のようになる。
（付記）
（付記１）
個人情報管理部により、端末装置を保有する利用者の生体情報に、加入端末番号、端末加
入者識別情報及び利用者課金識別情報を結びつけた個人情報を利用者毎に登録する個人情
報管理ステップと、
認証要求受信部により、端末装置から利用者の生体情報と端末加入者識別情報を含む認証
要求を受信する認証要求受信ステップと、
生体情報認証部により、受信した生体情報に一致する生体情報をもつ個人情報を検索し、
検索した個人情報の中の端末加入者識別情報を受信した端末加入者識別情報に変更する生
体情報認証ステップと、
位置登録代行部により、検索された前記個人情報の中の加入端末番号と受信された端末加
入者識別情報を交換局に転送して、前記加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を
可能にする位置情報の登録を依頼する位置登録代行ステップと、
を備えたことを特徴とする端末装置の位置登録方法。（１）
【００８５】
（付記２）
付記１記載の端末装置の位置登録方法に於いて、前記認証要求受信ステップ、生体情報認
証ステップ及び位置登録代行ステップにより、新たな端末装置からの生体情報の認証に基
づき、前記交換局に前記加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を可能にする位置
情報を登録を依頼した際に、それまで使用していた端末装置に利用放棄を通知する利用放
棄通知ステップを備えたことを特徴とする端末装置の位置登録方法。（２）
【００８６】
（付記３）
付記１記載の端末装置の位置登録方法に於いて、前記認証要求受信ステップで受信される
生体情報は、前記端末装置においてリアルタイムに読み込まれた生体情報であることを特
徴とする端末装置の位置登録方法。（３）
【００８７】
（付記４）
付記１記載の端末装置の位置登録方法に於いて、前記個人情報管理ステップは、グループ
の構成員が保有する複数の端末装置の個人情報に含まれる課金利用者識別情報として、グ
ループ構成員の中の特定の一人の課金利用者識別情報を共通に登録して課金させることを
特徴とする端末装置の位置登録方法。（４）
【００８８】
（付記５）
付記１記載の端末装置の位置登録方法に於いて、前記移動通信用の端末装置は携帯電話で
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あることを特徴とする端末装置の位置登録方法。（５）
【００８９】
（付記６）
付記１記載の端末装置の位置登録方法に於いて、前記生体情報は、利用者の指紋、静脈血
管網、掌紋、掌形、顔画像、耳形又は虹彩であることを特徴とする端末装置の位置登録方
法。（６）
【００９０】
（付記７）
端末装置及び交換局との間でアクセス可能なサーバとして機能するコンピュータに、
端末装置を保有する利用者の生体情報に、加入端末番号）、端末加入者識別情報及び利用
者課金識別情報を結びつけた個人情報を利用者毎に登録する個人情報管理ステップと、
端末装置から利用者の生体情報と端末加入者識別情報を含む認証要求を受信する認証要求
受信ステップと、
受信した生体情報に一致する生体情報をもつ個人情報を検索し、検索した個人情報の中の
端末加入者識別情報を受信した端末加入者識別情報に変更する生体情報認証ステップと、
検索された前記個人情報の中の加入端末番号と受信された端末加入者識別情報を交換局に
転送して、前記加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を可能にする位置情報の登
録を依頼する位置登録代行ステップと、
を実行することを特徴とするプログラム。（７）
【００９１】
（付記８）
付記７記載のプログラムに於いて、前記認証要求受信ステップ、生体情報認証ステップ及
び位置登録代行ステップにより、新たな端末装置からの生体情報の認証に基づき前記交換
局に前記加入端末番号の端末装置として着信及び発信を可能にする位置登録を依頼した際
に、それまで使用していた端末装置に利用放棄を通知する利用放棄通知ステップを備えた
ことを特徴とするプログラム。（８）
【００９２】
（付記９）
付記７記載のプログラムに於いて、前記認証要求受信ステップで受信される生体情報は、
前記端末装置においてリアルタイムに読み込まれた生体情報であることを特徴とするプロ
グラム。
【００９３】
（付記１０）
付記７記載のプログラムに於いて、前記個人情報管理ステップは、グループの構成員が保
有する複数の端末装置の個人情報に含まれる課金利用者識別情報として、グループ構成員
の中の特定の一人の課金利用者識別情報を共通に登録して課金させることを特徴とするプ
ログラム。
【００９４】
（付記１１）
端末装置を保有する利用者の生体情報に、加入端末番号、端末加入者識別情報及び前記利
用者課金識別情報を結びつけた個人情報を利用者毎に登録する管理情報登録部と、
端末装置から利用者の生体情報と端末加入者識別情報を含む認証要求を受信する認証要求
受信部と、
受信した生体情報に一致する生体情報をもつ個人情報を検索し、検索した個人情報の中の
端末加入者識別情報を受信した端末加入者識別情報に変更する生体情報認証部と、
検索された前記個人情報の中の加入端末番号と受信された端末加入者識別情報を交換局に
転送して、前記加入端末番号の端末装置としての着信及び発信を可能にする位置情報の登
録を依頼する位置登録代行部と、
を備えたことを特徴とする端末装置の位置登録装置。（９）
【００９５】
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（付記１２）
付記１１記載の端末装置の位置登録装置に於いて、前記認証要求受信部、生体情報認証部
及び位置登録代行部により、新たな端末装置からの生体情報の認証に基づき前記交換局に
前記加入端末番号の端末装置として着信及び発信を可能にする位置登録を依頼した際に、
それまで使用していた端末装置に利用放棄を通知する利用放棄通知部を備えたことを特徴
とする端末装置の位置登録装置。（１０）
【００９６】
（付記１３）
付記１１記載の端末装置の位置登録装置に於いて、前記認証要求受信部で受信される生体
情報は、前記端末装置においてリアルタイムに読み込まれた生体情報であることを特徴と
する端末装置の位置登録装置。
【００９７】
（付記１４）
付記１１記載の端末装置の位置登録装置に於いて、前記個人情報管理ステップは、グルー
プの構成員が保有する複数の端末装置の個人情報に含まれる課金利用者識別情報として、
グループ構成員の中の特定の一人の課金利用者識別情報を共通に登録して課金させること
を特徴とする端末装置の位置登録装置。
【００９８】
【発明の効果】
以上説明してきたように本発明によれば、端末装置として例えば携帯電話の入力装置によ
り読み取った生体情報をサーバに送り、登録した生体情報から個人情報を特定する認証処
理を行って、利用者の加入者端末番号としての加入電話番号を特定し、これに基づき交換
局に対しサーバより実際に使用する端末装置の位置登録を行うことにより、加入者電話番
号の携帯電話と異なる別の携帯電話であっても、利用者が加入している電話番号を使用し
た課金による発信と着信ができる。
【００９９】
また利用者は、例えば携帯電話に触れて指紋を入力するだけで、別の電話であっても自分
が加入している加入者電話番号の携帯電話として利用可能となり、複数の携帯電話を瞬時
に使い分けることが可能である。
【０１００】
また携帯電話の個人情報は生体認証局を構築するサーバで管理しているため、携帯電話が
盗難に遭っても、例えばサーバ側で個人情報の無効化制御を行うことにより、個人情報の
流出を確実に防止することができる。
【０１０１】
更に家族などのグループで複数の携帯電話を個別に利用する場合、各携帯電話の個人情報
における課金利用者識別番号を特定の一人に共通化することで、グループを構成する携帯
電話の利用料金を特定の課金利用者にまとめて課金することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理説明図
【図２】本発明が適用されるネットワーク環境の説明図
【図３】図２の生体認証局を構築するサーバの機能構成を携帯電話及び交換局と共に示し
たブロック図
【図４】図３のサーバに使用されるコンピュータのハードウェア環境の説明図
【図５】図３の個人情報データベースのレコードフォーマットの説明図
【図６】図３で交換局に設定を依頼する位置情報のレコードフォーマットの説明図
【図７】本発明の生体情報認証による位置登録処理のタイムチャート
【図８】図３のサーバ認証処理のフローチャート
【図９】図３の携帯電話における認証処理のフローチャート
【図１０】図３のサーバ課金処理のフローチャート
【図１１】グループの特定人に課金を行わせる個人情報データベースの登録内容の説明図
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【図１２】ＩＣカードを使用した従来の位置登録処理のタイムチャート
【符号の説明】
１０－１～１０－３、２２：携帯電話
１２，２０：無線局
１４，１８，２４：交換局
１６：電話ネットワーク
２６：固定電話
２８：サーバ（生体認証局）
３０：インターネット
３２：認証処理部
３４：ＷＷＷ処理部
３６：認証要求受信部
３８：生体情報認証部
４０：個人情報管理部
４２：位置登録代行部
４４：利用放棄通知部
４６：課金処理部
４８：個人情報データベース
５０：指紋読取窓
５２：携帯電話ネットワーク
５４：位置登録処理部
５６：位置情報
５８：個人情報
６０：生体情報
６２，７２：加入者電話番号
６４：個人データ
６６，７４：国際携帯電話加入者識別番号（ＩＭＳＩ）
６８：課金利用者識別番号
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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